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□特集論考口

H台政府による農村情報ポータルサイトの比較考察

Comparison of Rural Information Portal Sites Managed by Japanese and Taiwanese Governments 

鬼塚健一郎＊・王 忠融＊＊

Kenichiro ONITSUKA and Chung-Jung WANG 

1 背景

農村地域から発信される情報は．地域の魅力的なスポ

ットや特産品等のプロモーションを通じた地域振興に不

可欠である］）。同時に．情報はソーシャル・メデイア等

を通じた知的協働作業の契機となるものであり．ヴァー

チャルはもとより現実においても様々な外部主体との交

流のきっかけを提供するものである 2)。2000年代以降

情報通信技術 (ICT:Information and Communication 

Technology) の進歩は著しく．スマートフォン・タブ

レット PCやソーシャル・メデイアの普及により．いつ

でもどこでも簡易に情報発信や交流を行うことが可能と

なっている。ところが農村地域では，高齢化によりこれ

らの情報発信環境を活用する主体に乏しく，効果的な発

信を行っている地域は非常に少ないのが現状である。ま

た．インターネット上には個人．組織・団体．地域な

ど様々な主体による発信情報が溢れており．農村地域か

ら情報が発信されたとしても，その質が魅力的であるこ

とはもとより，検索エンジンでの上位ヒットや有名人や

マスメデイアによる紹介等がなければ．その多くは人の

目に触れることはない。それは．農村地域の情報に関心

がある人々が．求めるような情報にたどりつくのが容易

ではないことも意味する。

このような状況下で．農村地域の情報の一元的な集約

や， より効果的に地域の魅力を伝えるようなコンテンツ

が必要とされ，その役割の担い手として中央・地方政府

に期待が集まる。ところが我が国では，農村地域の情報

を集約したポータルサイトは非常に少ないのが現状であ

る。他方．国外に目を向けると．国内では実現されてい

ない先進的かつ意欲的な取り組みもみられる。本稿では．

日本と台湾の両政府による農村情報発信のためのポータ

ルサイトを概観し．両者の比較を通じて今後我が国にお

いて必要な方策について考察する。

2 日本と台湾の基本情報

日本と台湾は東アジアに位置する隣国でありながら，

国土面積や人口規模では大きな差異がみられる（表 1)。

台湾の国土面積は日本の約 10%程度であるが，農用地

面積の占める割合は台湾の方が大きい。人口規模も，台

湾は日本の約 18%である。高齢化率についても台湾の

方が大幅に低くなっているが，台湾は今後急速に高齢化

が進行することが見込まれている。他方，食料自給率（カ

ロリーベース）が低い点や，民族構成，行政区分では共

通点がみられる。

また，台湾では，社区と呼ばれる単位（社区はコミュ

ニティの訳語とされる）でまちづくり（社区営造）が行

われている。社区の定義は，「社区営造政策において，

政府の助成を得て社区営造事業を進めるために法律に

基づき社区発展協会等の組織を設立した地区」とされ，

都市・農村の双方を含み，台湾全国で 2016年現在合計

6,881あるとされる。他方， 日本では地区レベルの計画

は農業集落や旧市区町村を単位として行われるが，その

数は農業集落で約 14万，旧市区町村で約 11,000に上り，

両国で大きな差がある。

3 台湾政府による農村情報ポータルサイト

台湾政府は，社区を単位として社区営造政策（文化部）

や農村再生政策（農業委員会）を実施している。両政策

ともにボトムアップ型を重要視している点で共通してお

り，それぞれ政策を推進するためのポータルサイトを開

設している。ここでは，それらの内容や特徴を整理する。

(1)台湾社区通 3)

「台湾社区通」（以降社区通）は，行政院文化部（元

文化建設委員会）により構築された社区の情報データ

ベースを一元的に検索可能なポータルサイトである

（図 1)。上述の定義に当てはまるほぼすべての社区（都

市・農村を含む）の情報が登録されており，誰でも閲覧

＊京都大学大学院地球環境学堂 Graduate School of Global Environmental Studies, Kyoto University 

＊＊台湾輔仁大学景観設計学部 Department of Landscape Architecture, Fu Jen University 

キーワード： 1)ポータルサイト， 2)台湾， 3)データベース， 4)農村地域， 5)政府
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表 1 日本と台湾の基本情報

Table 1 Information of Japan and Taiwan 

日本 台湾

国土面積 377,971km' 約 35,960km'(九州程度）

農用地面積 45.190km' 約 8,000km'

人口 128,066,000人 (2016年） 23,516,841人 (2016年8月）

高齢化率 26.86% (2016年） 12.51 % (2016年）

民族構成 日本民族約 98.5%, その他 1.5% 漢民族約 98%. 原住民約 2%

宗教 神道・仏教・キリスト教など 仏教・道教・キリスト教など

食料自給率 38% (2016年） 33% (2014年）

行政区分 都道府県＞市区町村 直轄市・（省轄）市＞区＞里＞瑯

県＞県轄市・鎮 ・郷＞里 ・村＞鄭

コミュニティ 約 140,000集落，約 11,000旧市区町村 6,881社区

丘匹吋昨迫
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図1 台湾社区通のトップベージ

Fig. 1 The top page of "Shaku Tsu" 

が可能である。社区営造事業に取り組む際に自動的に登

録されるほか，登録されている社区にはアカウントが配

布され，個別に掲載内容を追加・編集することも可能で

ある。台湾の第 1級，第 2級行政区分である（直轄）市

と県とその下部行政区を指定すると，容易に対象とする

社区を検索することが可能であり，台湾における社区の

情報を得るためにまず用いられるサイトとなっている。

(2)農村風情網 4)

「農村風情網」は，行政部農業委員会に所属する水土

保持局により開発・運営が行われているほぼ全ての農

村社区の情報を一元的に集約したポータルサイトであ

る（図 2)。「社区通」と同様に社区を単位としで情報が

掲載されているが，取り上げられているのは農村の社区

のみであり，中身の情報も「社区通」とは異なり，写真

や映像などマルチメデイアコンテンツを豊富に含んだ，

より PR性の高いものとなっている。「農村風情網」で

は，大きく「全情報版」，「携帯版」，「子ども版」，「老人

版」，「英語版」など，対象者によって内容の異なるサイ

トが含まれている。例として，子ども版には，遊びなが

ら農村の情報を学べるようなゲームが掲載されている一

方で，社区の詳細な情報は省略されている。また，内容

としては，「社区の紹介」，「特産品の紹介」，「プログ記

事」，「写真や映像コンテンツ」，「地域外の人が書きこん
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図2 腹村風情網の社区情報検索結果画面

Fig. 2 An example of search results in "Nouson Fuzei Mou" 

だ記事」がメニューから選択でき ，各ページでは，情報

の一覧リストの他に地回から社区を検索する機能や，「社

区通」と同様に市や県と下部行政区により検索する機能

が含まれる。また，各社区の記事内には Facebookなど

外部ページヘのリンクも掲載されている。「農村風情網」

のFacebookページも存在し，サイトの更新内容等が投

稿されている。さらに，「蔑村風情網」では，過去に鹿

村情報の記事投稿に関するコンテストが開催されてお

り，誰でも FacebookやInstagramにハッシュタグをつ

けて記事を投稿することでコンテストの対象となり優

秀記事には賞金が与えられた。

(3)農村好讃 5)

水土保持局は，「農村風情網」に関連して「農村好

讃」というスマートフォン版のアプリを開発し， iOS,

Androidで無料公開している（図 3)。「農村好讃」では，

「農村風情網」と同様の社区別の情報のほかに，外に持

ち出して位置情報を使えるスマートフォンならではの特

性を活かしたコンテンツが追加されている。例として，

現在地周辺の社区の情報を検索する機能や，地域内の

様々な場所に設置された QRコードを読み取りその場

所の説明等の情報を表示できる機能， AR (Augmented 

Reality) を活用した写真撮影携帯ゲームなどが利用

日台政府による農村情報ポータルサイトの比較考察 131 
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図3 農村好隊の画面

Fig. 3 Images of the App "Nouson Hao San" 

可能である。

4 日本政府による農村情報ポータルサイト

我が国に目を向けると，「社区通」で提供されるよう

な個々の農村地域（農業集落・旧市区町村）の基本情報

としては，農林業センサスの小地域統計で得ることが可

能である。ただし，それらは Excelや GISデータ形式

で提供されるため，一般市民によるデータ利用は容易と

はいえない。また，画像や映像等のコンテンツも含まれ

ない。一部の地方自治体もポータルサイトの運営に取り

組んでいるが，地域が限定されているほか，使い勝手も

あまり良くない場合が多い。また，「農村好讃」のよう

な腿村情報を一覧できるようなアプリは，我が国には存

在しない。

(1)優良事例ポータルサイト 6)

「優良事例ポータルサイト」は，農林水産省の Web

サイト内にあるページで多数の分類やキーワードを利

用して関連する情報にアクセスすることが可能となって

いる（図 4)。ただし，掲載されている情報は，様々な

分野で優良事例として選定された地域のみである。また，

インターフェースは簡易な HTML形式で記載されてお

り， リンクの構造もやや複雑であるため， 目的とする情

報にたどり着くまでのステップも比較的多い。さらに，

リンク先の情報も農林水産省内のペー ジであるため， 一

般利用者からはやや馴染みにくいものとなっている。

(2)農山漁村ナビ 71

「農山漁村ナビ」は農林水産省により 2017年に開設さ

れたポータルサイトであり，全国の農山漁村の地域づく

り実践事例を検索できるようになっている。「優良事例

ポータルサイト」と比較すると，独立したサイトとして
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図4 優良事例ポータルサイトの画面

Fig. 4 An image of "Yuryou Jirei Portal Site・ 

岡5 股山漁村ナビの画面

Fig. 5 The top page of "Nou San Gyo Son Navi" 

構成されており，インターフェースも 「農村風情網」に近

く，一般利用者にも親しみやすいものとなっている。キ

ーワードやリストからの検索のほか，地図からの検索機

能も提供している。ただし，「農山漁村ナビ」も優良事例

が主な対象となっており ，2018年 8月時点での登録件数

は221件のみである。また，支援団体等の紹介記事も多く，

地域そのものの基礎情報が十分ではない場合も多い。

(3)地域の農業を見て・知って・活かす DB8)

2016年 6月に農林水産省により公開されたデータベ

ースサイトであり ，「優良事例ポータルサイト」と同様

に農林水産省の Webサイト内にあり ，簡易な HTML

で作成されている。農林業センサスでしか提供されてこ

なかった農業集落単位のデータをより充実させるため

に，「国勢調査」等のデータを農業集落単位に集計し直

したものが提供される。ただし，フォーマットは農林業

センサスのデータと同様に Excelや GIS形式とな って

おり，一般に向けた情報発信を目的としたものではない。



5 日台の比較と我が国で必要とさ

れる取り組み

r1 

•Ill 

⑲ 〇 全国集落

ポータルサイト

図6 我が国で必要とされる農村情報発信システムの例

日台政府によるポータルサイトを比

較すると，台湾の方が情報は網羅的で

ある。キーワードや地図による検索機

能や，サイト・スマートフォンアプリ

のインターフェースも一般利用者に親

しみやすいものとなっており，既知の

社区のみならず，魅力的な社区を新た

に発見できるような工夫が施されてい

る。固定コンテンツとソーシャル・メデ

ィア上のリアルタイムコンテンツがリ

ンクされている点も特徴的である。「農

村風情網」では，サイト自体にリアルタ

イムコンテンツの投稿機能があり，誰

でも情報の投稿が可能となっている。
Fig. 6 An expected system of rural information communication in Japan 

他方， 日本のサイトは，農林水産省

の Webサイトに埋め込まれているものは一般からは発

見されにくく，地方行政職員や実務者，研究者などプロ

フェッショナルに向けた情報という印象が強い。それに

対して 2017年に開設された「農山漁村ナビ」は，台湾

の「農村風情網」に類似する独立サイトで一般利用者に

も親しみやすいものとなっているが，掲載されている情

報はごく一部の地域のみに止まっている。

日台の違いの背景には，両政府間の情報収集手段と対

象とする地区数の違いがあると考えられる。例として，

「社区通」については，政府事業の受け皿組織が情報を

提供することが義務付けられており「農村風情網」で

も，法 （農村再生条例）に基づいて義務化されている農

村再生計画書提出の際に，情報の提供が義務付けられて

いる。ところが日本では政府の事業に取り組む際に情

報発信・公開を義務付けることが困難である場合も多い。

また，集落数が台湾の 20倍以上となっており，中央政

府のみで情報を収集し管理することは困難である。

今後，我が国で求められるのは，都道府県や市町村レ

ベルの自治体と連携したシステムである （図6)。集落 ・

旧市区町村数が多いため，個々の地域情報は都道府県や

市町村が収集し，それらの情報をさらに全国レベルのデ

ータベースとして二次的に集約できるようなシステムが

必要である。さらに，「地域の農業を見て・知って・活

かす DB」で整理されている二次データやソーシャル ・

メデイア等のリアルタイム情報をリンクし，スマートフォ

ンアプリ等の簡易なインターフェースからのアクセスが

可能になると，一般利用者・プロフェッショナルの双方

にとって有用なポータルサイ トとなることが期待される。

6 おわりに

本稿では． 日台の両政府を対象として．農村地域の基

本情報を発信するために構築 ・運営されているポータル

サイトについて概観し，比較考察を行った。ただし本稿

では．行政組織内におけるポータルサイトの開発に関わ

る意思決定プロセスや運営上の課題等についての詳細な

分析は行われておらず．追加調査を行う予定である。
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